
 
 

（審議事項  ）             第 1336 回経営委員会資料 

２０１９年９月１０日 

 

 

「“インターネット実施基準の改定の考え方について” 

の説明を受けて～経営委員の質問・意見」に対する回答・見解 

※条文の番号は、本日配布する「実施基準（素案）」に合わせています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 ご指摘のとおり、常時同時配信・見逃し番組配信は、現行の受信

料制度との整合をはかった上で、しっかり実施したいと考えてい

ます。 

 

〇 現行の受信料制度との整合性を保ちながら、適切に常時同時配

信・見逃し番組配信を実施していくため、実施基準（素案）の第１

５条に示したとおり、地上テレビの常時同時配信・見逃し番組配信

を実施する際に画面上にメッセージ表示し、利用申し込み後に受

信契約を確認をすることや、受信契約が確認できなかった場合、あ

るいは契約者ご本人の申し込みであることが確認できなかった場

合には、▽同時配信の画面には再度、メッセージが表示され、▽見

逃し番組配信は利用できなくすることなど、提供条件に係る認証

などの詳細な規定を設けています。 

 

〇 また、実施基準（素案）においては、インターネット活用業務に

要する費用について、常時同時配信・見逃し番組配信という新たな

業務を開始するにあたって、受信料が協会の放送を受信できる設

備の設置者に契約をいただきお支払いいただいていること、イン

ターネット活用業務を放送の補完として実施することなどを踏ま

え、引き続き抑制的に管理していくことを表明しています。 

 

 

①（第４条 業務実施にあたっての基本原則） 

地上テレビ放送の常時同時配信や見逃し番組配信は、受信契約を

結んでいる世帯構成員に向けた放送の補完サービスとして位置づ

けていることから、現行の受信料制度を毀損しない考え方で実施

することが肝要だ。 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
（実施計画について） 
〇 インターネット活用業務の「実施計画」は、ことし５月に成立し
た改正放送法で、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の実
施計画を定めて総務大臣に届け出るとともに公表することとされ
ました。（法２０条１３項） 

 
〇 また、「実施計画」は経営委員会の議決事項と定められました。 
（法２９条） 

 
〇 「実施計画」に記載する内容は、総務省の放送法施行規則（１
２条の４）に示されています。          

その内容は、インターネット活用業務の種類、内容、実施方
法、費用に関する事項、料金その他の提供条件、苦情その他の意
見の受付及び処理、といった事項などとなっています。 

 
〇 この定めに基づき、「実施計画」を策定いたします。 
 
（実施基準と実施計画、関連規定等との関係について） 
〇 「実施基準」は、放送法（法２０条２項２号および３号）で定め
られたＮＨＫが行うことができるインターネット活用業務につい
て、業務の種類、内容及び実施方法、業務の実施に要する費用に関
する事項などを定めるものであり、経営委員会に議決事項として
付議し、総務大臣の認可を受けなければなりません。 

 
〇 毎事業年度定める「実施計画」は、認可を受けた「実施基準」の

項目ごとに、当該事業年度に実施するインターネット活用業務に
ついて放送法施行規則（１２条の４）に則って具体的に記載します。 

 
〇 このほか、インターネット活用業務の実施にあたっての基本的

な考え方や注意すべき事項等を記した「ＮＨＫインターネットガ
イドライン」やサービスに関する利用上のルール等を定めた「利用
規約」、インターネット活用業務の勘定科目の詳細等を記した「経
理規程」などを整備します。 

②（第７条 実施計画の策定、届出および公表） 

経営委員会で審議を行うインターネット実施計画ではどのような

内容を規定するのか、示していただきたい。また、実施基準や実施

計画だけでなく、インターネット関連の規定等の関係を整理し、

それぞれ内容と違いを明確にしていただきたい。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

〇 常時同時配信や見逃し番組配信については、分析データ等を用

いて、個人情報保護の観点に留意しながら利用状況を把握し、実

施基準（素案）の第１９条に示したとおり、サービス利用の際の

操作方法および画面表示については、広く利用者に分かりやすく

利便性が高いものとなるよう、維持改善に努めてまいります。 

 

〇 また、新たに常時同時配信等業務を実施するにあたり、一層の会

計上の透明性を確保する観点から、インターネット活用業務に係

る費用を計上する科目（「国内放送番組等配信費」「国際放送番組等

配信費」）を新設するとともに、「費用明細表」を作成して、何にど

れくらいの費用がかかるかを把握していくことにしています。 

 

〇 実施基準（素案）では、毎年度、常時同時配信と見逃し番組配

信を含むインターネット活用業務の実施計画の実施状況の評価を

行います。評価にあたっては、インターネット活用業務審査・評

価委員会に対し、公共放送の業務としての適切性を確保する観点

からの見解を求め、これを尊重するとしています。 

 

〇 こうした取り組みの状況については、適切なタイミングで経営

委員会に報告したいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③（第８条 実施状況の公表、評価および改善） 

常時同時配信や見逃し番組配信は、そのサービスを開始してから

利用状況やシステム面、経費面などの実態を把握して評価を行い、

必要に応じてさまざまな見直しをしていく必要がある。それらの

取組状況について、適切に経営委員会に報告することを求める。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 常時同時配信と見逃し番組配信は、受信料財源によって広く提

供するサービスですが、放送を補完するものと位置付けており、受

信料制度との整合をはかった上で、しっかり対応してまいりたい

と考えています。 

 

〇 サービスの利用申し込みにあたっては、受信契約の登録住所に

ハガキを送付して、申し込みが契約者ご本人によるものかを確認

するとともに、“なりすまし”による不正な登録を防ぐことにして

いますが、個々のＩＤやパスワードがどのように使用されている

かを詳細に把握することは、費用面・技術面から難しい課題だと認

識しています。 

 

〇 利用申し込みの際に、サービスに関する利用上のルール等を定

めた「利用規約」に同意していただくことにしており、申し込みを

行った方がＩＤやパスワードを第三者に不正に利用させるなど、

「利用規約」に定める条件に違反したことが判明した場合、サービ

スの利用を停止するなどの適切な対応をとることを実施基準（素

案）の第１５条に示しています。こうした対応について、利用者の

皆さまにしっかり周知してまいりたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④（第１５条 料金その他の提供条件） 

常時同時配信の開始にあたって、受信契約者の世帯構成員である

かどうかの認証を適切に行い、受信契約者に対して不公平感のな

いサービスにしなければならない。悪意を持って不正をはたらく

利用者がいた場合、執行部ではどういう対応を検討しているのか、

その姿勢を示してください。 

 



 
 

 

 

 

 
（認証方法について） 
〇 常時同時配信と見逃し番組配信サービスの利用を希望される方
には、最初にＮＨＫのサイト、または専用のアプリから利用申し込
みをしていただくことになります。 

〇 利用申し込み前は、同時配信の映像がメッセージ付きで表示さ
れます。メッセージの文言は、例えば、「受信料を財源にお届けし
ています」「受信契約のある方は利用者情報をご登録ください」な
どとすることを検討しています。 

〇 申し込みが完了すると、同時配信の画面からはメッセージが消
えるとともに、見逃し番組配信も利用できるようになります。 

〇 現在、詳細を詰めているところですが、申し込みの際に記入して
いただく氏名や住所などの情報と、受信契約の情報とをＮＨＫ側
で照合し、契約の有無を確認します。さらに、申し込みが契約者ご
本人によるものかを確認するため、契約登録住所にハガキを送付
し、ハガキに記載された確認コードを入力していただくことによ
りＩＤ登録が完了します。 

〇 受信契約が確認できなかった場合、あるいは契約者ご本人の申
し込みであることが確認できなかった場合には、▽同時配信の画
面には再度、メッセージが表示され、▽見逃し番組配信は利用でき
なくすることとします。 

 

（不正な利用状況の把握について） 
〇 受信契約の登録住所にハガキを送付して、“なりすまし”による
不正な登録を防ぐことにしていますが、個々のＩＤやパスワード
がどのように使用されているかを詳細に把握することは、費用面・
技術面から難しい課題だと認識しています。 

〇 利用申し込みの際に、サービスに関する利用上のルール等を定
めた「利用規約」に同意していただくことにしており、申し込みを
行った方がＩＤやパスワードを第三者に不正に利用させるなど、
「利用規約」に定める条件に違反したことが判明した場合、サービ
スの利用を停止するなどの適切な対応をとることを実施基準（素
案）の第１５条に示しています。こうした対応について、利用者の
皆さまにしっかり周知してまいりたいと考えています。 

⑤（第１５条 料金その他の提供条件） 

認証方法や利用状況を把握するやり方について、説明ください。 



 
 

 

 

 

 

 

 
（業務実施に要する費用） 
〇 実施基準（素案）の中でご説明いたします。 
 
（区分経理等） 
○ インターネット活用業務に係る費用については、これまでも予

算額を「インターネット実施計画」で、決算額を「実施状況およ
び評価結果」で、それぞれ内訳を示して公表してきました。 

 
○ 常時同時配信等業務を実施するにあたり、一層の会計上の透明
性を確保する観点から、新たに以下の事項を実施します 

①インターネット活用業務に係る費用を計上する科目（「国内放
送番組等配信費」「国際放送番組等配信費」）を新設 

②費用の整理にあたっては、放送法施行規則に定められた配賦基
準を設定し、配賦計算を実施 

③共通経費についても、配賦基準を設定し費用を計上 
④各業務に係る費用をこれまで以上に詳細に把握し「費用明細 

表」を作成。「実施計画」で予算額を公表、また、「財務諸表の
説明書」で決算額を公表し、会計監査人による監査を実施 

  
○ 新たに「費用明細表」を作成するにあたり、適正な配賦比率を

算定して各業務の費用を算出することが求められます。     
予算においては、予測値をもとに配賦比率を算定します。    
また、決算においては、決算額が確定した後、アクセス数や提

供本数などの確定値に基づいてそれぞれの配賦比率を算出し、配
賦計算を実施します。 

 
〇 とりまとめの体制を確保して「費用明細表」を作成し、イン

ターネット活用業務に係る費用についてわかりやすく説明し、会
計の透明性を確保したいと考えています。 

 
 
 

（次ページ参考あり） 

⑥（第１７条 業務実施に要する費用） 

第１７条「業務実施に要する費用」、ならびに第４２条「区分経理

等」など、現在検討中の事項については、その考え方と内容をわか

りやすく、かつ具体的に説明ください。 



 
 

（参考） 

放送法施行規則に則って費用明細表を作成し、事業年度開始前の

ものは実施計画において、事業年度終了後のものは財務諸表の説

明書において、それぞれ情報開示します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年　　月　　日から
年　　月　　日まで

（一般勘定） （単位　千円）

実施基準
第10条関係

実施基準
第11条関係

実施基準
附則第3条関係

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

― ― 000,000 000,000 000,000

（単位　千円）

常時同時
配信等業務

左記以外の業務

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 000,000 000,000 000,000

000,000 000,000 ―000,000

　　　受信料財源インターネット活用業務費用明細表

給与

退職手当・厚生費

共通管理費

減価償却費

合　　計

国際放送
番組等
配信費

業務関連費

設備関連費

小計

広報費

国内放送
番組等
配信費

コンテンツ制作業務費

配信業務費

配信設備費

認証業務費

認証設備費

費用の上限

国内
インターネット

活用業務

開発費

科　　　目 ニ号業務

広報費

国内放送
番組等
配信費

コンテンツ制作業務費

コンテンツ制作設備費

配信業務費

配信設備費

認証業務費

認証設備費

視聴者対応費

企画費

小計

国際放送
番組等
配信費

業務関連費

設備関連費

小計

給与

退職手当・厚生費

共通管理費

減価償却費

合　　計

費用の上限

三号業務 合　　計国際
インターネット

活用業務

視聴者対応費

企画費

開発費

小計

科　　　目

コンテンツ制作設備費



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
〇 2020 オリンピック・パラリンピック東京大会は、夏の大会とし

ては 56年ぶりとなる日本での開催であり、日本選手が数多く出場

し国民の関心が大いに高まることが予想されます。また、2020 年

には 4000万の外国人が来日するとの政府予測が出されており、幅

広いユーザーにＮＨＫが放送・サービスを通じて情報発信をする

ことが、開催国のホストブロードキャスターとして求められてい
ます。 

 

〇 オリンピック・パラリンピックにおいて開催国の放送局がデジ

タルサービスに積極的に取り組むことは、ＩＯＣからも大会の成

功に寄与するものとして求められています。多くの人々に、「いつ

でも、どこでも」利用できるサービスを提供すること、多様な伝送
路を通じて放送では提供しきれない情報をさまざまな形で発信す

ることは、大会への関心に応えるために重要な取り組みだと考え

ています。 

 

〇 今年７月、オリンピック・パラリンピックの放送・サービスを

通じて視聴者の皆様にお伝えしたいことを、「東京 2020ＮＨＫ視
聴者への４つの約束」にまとめ、公表しました。「⒈スタジアム

の興奮を日本全国で体感できます。」「⒉いつでもどこでも決定的

瞬間をお届けします。」「⒊日本をひとつにつなぎます。日本が世

界につながります。」「⒋共生社会の実現に貢献します。」の４点

で、これらの実現に向け、デジタルサービスの積極的活用を進め

ていきたいと考えています。 
 

〇 以上の点をふまえて、2020 オリンピック・パラリンピック東京

大会においては、常時同時配信・見逃し番組配信を実施する際に、

画面上に受信契約を確認するための情報提供を求める旨のメッ

セージ表示を行わず、広く一般に利用可能としたいと考えていま

す。 

⑦（附則第３条） 

経営委員会としては、東京オリンピック・パラリンピックでの配

信などの取り組みにより、常時同時配信や見逃し番組配信を多く

の方に使っていただき、広く普及することを期待している。その

ためにも、利便性に優れ、使いやすいサービスとすることが重要

だ。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 テレビを持たない世帯に、公共性の高い情報やコンテンツを届

けていくことは、信頼される「情報の社会的基盤」という役割を果

たしていく上で重要な課題だと認識しています。こうした観点か

らも、「放送と通信の融合時代」にふさわしい受信料制度のあり方

については、テレビを持たない世帯の増加や、インターネットの急

速な普及などの環境変化を踏まえ、重要な研究課題であると考え

ています。現３か年経営計画の修正議決（2018 年 11 月 27 日）の

際にも、経営委員会から「放送と通信の融合時代に即した、新たな

受信料制度の研究は継続していくべき」とされました。 

 

〇 おととし（平成２９年）２月に受信料制度等検討委員会を設置し

て、「常時同時配信の負担のあり方について」諮問し、答申を受け

ました。答申では、放送と通信の融合時代に向けて検討すべき事項

についても幅広く指摘されており、答申の内容に沿って、次期ＮＨ

Ｋビジョン・経営計画を念頭に具体的な検討を着実に進めてまい

ります。 

 

〇 今回改定する実施基準のもとで新たな業務を開始することにな

りますので、一定期間経過後に業務の実施状況や社会情勢を勘案

して実施基準を見直すことが必要だと考えており、令和５年度末

までに見直すとする条項を盛り込みたいと考えています。 

⑧（附則第７条） 

常時同時配信などの補完サービスがはじまることで、新たにテレ

ビを持たない方が増えるなど、社会情勢が大きく変わる可能性も

ある。ＮＨＫが情報の社会的基盤としての使命を果たしていくた

めにも、新たな受信料制度の研究を加速していかなければならな

い。そして必要に応じて、この基準の見直しも速やかに実施しな

ければならない。 


